NEW ARRIVALS
2019年2月～電子書籍新刊･新着案内～
Maruzen eBook Libraryは学術機関向けに和書の電子書籍を提供するプラットフォームです。
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<医学・コメディカル>
凡例

表紙画像

分野名

電子書籍の書名

底本ISBN

そこに山があるから

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
￥12,000（+税）
学術・3アクセス
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2019年2月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／Mail：ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間 9：00～17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

新刊タイトル
冊子の刊行から半年以内の新刊タイトルが
さっそく Maruzen eBook Library に追加されます!!
医学
分 野
¥7,040(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784525285715
著編者名
原 朋邦
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2018年 商品コード 1029312024
乳幼児健診を行うとき，自信をもって診られているだろうか．「もう少しうまくやれるんじゃないか」，「見逃したサ
インはないだろうか」と不安に思うことがあれば，この1冊がお手伝い！月齢別のポイントや親の心配のほぐし
方，アレルギーや眼，耳，皮膚，股関節の異常など各領域の異常をすくいあげるコツをどっさり解説．

みんなで取り組む乳幼児健診 ―健診の質
の向上を目指す方へお手伝いの1冊!―

医学
分 野
¥5,060(＋税)
学術・1アクセス
¥7,590(＋税)
学術・3アクセス
9784525140816
著編者名
町谷 安紀
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2018年 商品コード 1029312025
医療従事者であれば薬とのかかわりは避けられない．しかし薬の種類は多様で作用機序も複雑であり，どこか
ら学習し始めて良いかわかりづらい．本書では身近な疾患を例に，健康な状態からどのようにバランスを崩して
いて，どのようにして薬で戻していくのかをできる限りかみくだいて解説した．はじめての薬理学の下地づくりに
お勧めの一冊である．

イラストで理解するかみくだき薬理学

医学
分 野
¥6,160(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784525259013
著編者名
杉本 俊郎
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2018年 商品コード 1029312026
水・電解質を理解する秘訣は，腎臓の進化を学ぶことだった！？可愛いキャラクターと一緒に腎臓の進化から
腎生理学を学ぶことで，水・電解質がいつの間にかわかるようになるユニークな一冊．豊富なイラストと図表で
楽しく読み進めることができる．研修医，若手医師はもちろんのこと，水・電解質に興味のあるすべての医師に
おすすめ．
腎生理がわかれば、水・電解質異常がわかる!
―きどにゃんとゆく!水・電解質を学ぶ旅―

医学
分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
¥5,940(＋税)
学術・3アクセス
9784525520410
著編者名
小沢 浩
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2018年 商品コード 1029312027
障害をもつこどものQOL向上に伴い，胃ろうや経鼻栄養等で栄養を摂取しているこども達の食事の在り方につ
いて注目が集まっている．本書は，実際にこどものミキサー食を作っているお母さんのレシピを紹介．すでにミキ
サー食を導入している施設や学校の取り組みも盛り込んだ．胃ろうのこどもに関わる医療者・ご家族に活用して
もらえる書籍である．

おかあさんのレシピから学ぶ医療的ケア児
のミキサー食

社会
分 野
¥2,640(＋税)
学術・1アクセス
¥3,960(＋税)
学術・3アクセス
9784525788612
著編者名
山口 路子
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2018年 商品コード 1029312028
2018年度調剤報酬改定のポイントをスッキリまとめた早わかりガイド．改定ポイントを図解して整理するととも
に，具体例を示しながら算定要件などを丁寧に解説した．保険薬局のレセプト業務で抱える悩みや疑問はこの
一冊で解決！！

「Rp.+ レシピプラス」特別編集 調剤報酬
2018-19 改定点フォーカスガイド ―薬学管
理からのアプローチ―

2019/02/08 現在

医学
分 野
¥8,360(＋税)
学術・1アクセス
服部安子が応える!認知症ケアの真髄
¥12,540(＋税)
学術・3アクセス
9784862701671
著編者名
服部 安子
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年
2018年 商品コード 1029452720
・認知症ケアに関するあらゆる場面・疑問をピックアップし，全5章97項目のQ&A形式で解説。・現場で30余年に
わたり積み上げた，著者のゆるぎない信念と圧倒的な経験から紡ぎ出される珠玉のアドバイスの数々。かつ
て、これほどの認知症ケアのための手引き書があったでしょうか？・認知症の医療・介護に携わる全ての方々
に読んでいただきたい、これこそ真のバイブル！
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784862701701
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029452721
出版社
フジメディカル出版
底本発行年
●がんをはじめとする疼痛のコントロールに欠かすことのできないオピオイドについて、特に病院から在宅にお
ける緩和医療の現場で、薬剤師に求められる必要最低限度の知識と対応に関してQ&A形式で明解に解説。●
なかでも在宅でのPCAポンプには多くの項目を充てています。●疼痛除去、麻薬使用への不安解消、服薬指導
など、在宅緩和医療に携わる保険薬局にも心強い1冊です。

オピオイド―病院から在宅における緩和医
療のためのＱ＆Ａ

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥11,880(＋税)
学術・3アクセス
9784883786688
著編者名
岡元 和文
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1029312016
よく遭遇する33の症候についての初期対応からケアまでの流れをわかりやすく解説。2013年に刊行された初版
の内容を最新の情報にアップデートし、新たに「観察とケアのポイント」を加えて内容がさらに充実しました。

症状・徴候を看る力! ―アセスメント,初期対
応,観察とケア―第2版

分 野

マンガと図解でわかる肺がん ―治療と退院
学術・1アクセス
後の安心ガイド―

学術・3アクセス
著編者名
池田 徳彦
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年
肺がんの基礎知識、治療の流れ、知っておきたいことがよくわかる。

分 野

医学
¥1,320(＋税)
¥3,960(＋税)
9784865135084
2018年 商品コード 1029489944

スポーツ、体育

体を鍛え、心を整える50歳からの筋トレ・メソッド 学術・1アクセス

¥1,430(＋税)
¥4,290(＋税)
学術・3アクセス
9784865135480
著編者名
宮田 みゆき
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年
2018年 商品コード 1029312022
男女ともに簡単にできて、効果のある筋トレ・メソッド。50歳からはじめてわずか３年で全日本ボディビルチャンピ
オンに！宮田みゆきの人生を変えた筋トレの秘密。

分 野

家で死んでもいいんだよ ―高齢者を家で看
学術・1アクセス
取るための「お別れプロジェクト」―

医学

¥1,430(＋税)
¥4,290(＋税)
学術・3アクセス
9784865135091
著編者名
川上 嘉明
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年
2018年 商品コード 1029312023
家での看取りの際に直面する、多くの課題を乗り越えていくための知識と手順。
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分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
逐次近似CT画像再構成の基礎
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784860031046
著編者名
篠原 広行
底本ISBN
出版社
医療科学社
底本発行年
2019年 商品コード 1029489924
逐次近似CT画像再構成の中身に関心のある診療放射線技師，医学物理士，医師，医療関係企業技術者，保
健医療系大学生，理工系大学生などを対象にしている。本書の特長は，再構成画像とその処理画像を付属のC
言語プログラムと「画像処理・表示ツールDisplay68」によって確認できる環境を整えていることにある。本文掲載
のプログラムおよびダウンロード用プログラムは，初心者にもわかりやすい基礎的なC言語で記述した。

医学
分 野
¥20,680(＋税)
学術・1アクセス
¥51,700(＋税)
学術・3アクセス
9784899963769
著編者名
林 泰史
底本ISBN
出版社
インターメディカ
底本発行年
2018年 商品コード 1028107444
※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 急性期病院から回復期病棟、そして在宅医療へとつなぐリハビリ
に必要な知識と訓練方法を鮮明な写真とDVD動画(45分)で解説！！対応が難しく、効果が上がりにくい大腿骨
頸部骨折のリハビリが、写真と動画でビジュアルにわかります。大腿骨頸部骨折の概要・合併症の知識から、
急性期から回復期で必要とされる知識や訓練方法、在宅生活に向けての評価や訓練・指導について、内容を
構成しました。養成校卒業後～3年目までの若いセラピストの“実践力”向上に役立つ一冊です。

大腿骨近位部骨折のリハビリテーション
―Visual Lecture on Rehabilitation―
【動画付】

医学
分 野
¥13,640(＋税)
学術・1アクセス
¥20,460(＋税)
学術・3アクセス
9784883785605
著編者名
佐藤 直樹
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1029489919
心不全のエキスパートのexperience-based medicineをエビデンスと対比しながら学べる実践的な一冊。

エビデンスと経験に基づく心不全治療の極意
（救急・集中治療 Vol30No6(2018)）

栄養と料理 2019年1月号
著編者名
出版社

女子栄養大学出版部

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥1,874(＋税)
¥4,217(＋税)
商品コード

1029348541

医学
分 野
¥17,325(＋税)
学術・1アクセス
¥25,987(＋税)
学術・3アクセス
9784524277742
著編者名
大川 淳
底本ISBN
出版社
南江堂
底本発行年
2018年 商品コード 1029312018
日常診療で最も頻度の高い主訴である四肢・脊椎のしびれ・痛みに関する現状を集大成。エッセイ風の文章
や、あえて議論の対象にされてこなかった領域や考え方なども含め、多種多様な診断・治療法を収録する。

しびれ・痛みに対する整形外科診療の進歩
（別冊整形外科 No.74）

2019/02/08 現在

既刊タイトル 新着情報
冊子の刊行から半年以上のタイトルです

医学
分 野
¥48,400(＋税)
学術・1アクセス
¥96,800(＋税)
学術・3アクセス
9784498228641
著編者名
中里 洋一
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1028499658
脳腫瘍病理の「組織発生学的分類」から「病理・遺伝子分類」へのパラダイムシフトを踏まえて、形態学的な観
点から脳腫瘍をみつめるアトラス。マクロ画像、組織写真、電顕写真で脳腫瘍の真の姿に迫る。

アトラス脳腫瘍病理

医学
分 野
¥22,264(＋税)
学術・1アクセス
¥44,528(＋税)
学術・3アクセス
9784498228900
著編者名
宇川 義一
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1028499659
小脳の解剖、生理、生理学的異常と検査から、近年研究が急速に進展した脊髄小脳変性症の発生機序、分子
病態までを精緻に解説した。最新の知見から、臨床の現場で役立つ実践的な情報までを各領域の第一人者が
まとめた決定版。

運動失調のみかた,考えかた ―小脳と脊髄
小脳変性症―

医学
分 野
¥38,720(＋税)
学術・1アクセス
¥77,440(＋税)
学術・3アクセス
9784498063600
著編者名
石川 治
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1028499679
群馬大学皮膚科学教室が経験してきた典型的症例を中心に，よく出会う疾患，見逃してはならない疾患，また
皮膚疾患を理解するうえで特に重要な疾患などについて，臨床像と組織像を提示し診断のポイントと注意点を
わかりやすく解説する診断アトラス．診断基準，病型分類など，診断に役立つ臨床的知識も盛り込んで実践的
にまとめられている．第3版では2版以降の新しい医学的知見を反映して大幅にページを増え，より充実した内
容となった．

皮膚科カラーアトラス ―臨床像と組織像―
第3版

分 野

機能評価診断とその技法 （スポーツ理学療
学術・1アクセス
法プラクティス）

スポーツ、体育

¥11,000(＋税)
¥16,500(＋税)
学術・3アクセス
9784830645594
著編者名
片寄 正樹
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1029452702
[スポーツ理学療法プラクティス]は，医療現場・競技現場でスポーツ理学療法に求められる，アドバンスな技術・
知識を解説するシリーズ．スポーツ外傷・障害の各種評価方法（理学的検査，医用画像，生化学検査，筋電図，
動作分析，フィールドテスト，モニタリング）と，その結果の解釈を解説．スポーツ外傷・障害の予防戦略，競技パ
フォーマンスの評価についても解説した，スポーツ理学療法に携わる理学療法士・トレーナー必携書．

医学
分 野
¥6,160(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784830636240
著編者名
川上 忠孝
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1029452703
わが国では高齢化とともに，認知症患者数も増加し，かかりつけ医の担う役割も増している． 本書はかかりつ
け医が行う認知症診療において，早期発見のための徴候を見逃さないコツ，周辺症状のコントロール，専門医
との連携，介護保険の活用の仕方などを明快に解説した入門書．改正道路交通法に基づく診断書の作成の仕
方，介護保険申請のための主治医意見書の作成の仕方など，かかりつけ医に必要な認知症診療の実際が詰
まった1冊．

ゼロから始める認知症診療
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分 野
心不全緩和ケアの基礎知識35 ―心不全患
学術・1アクセス
者とその家族のために知っておきたい緩和
ケアの考え方―
学術・3アクセス

医学

¥5,500(＋税)
¥8,250(＋税)
9784830619403
著編者名
心不全緩和ケア研究会
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1029452704
高齢心不全患者の増加に伴い，心不全の終末期医療や苦痛に対する緩和ケアが注目されているが，この取り
組みはまだ始まったばかりであり，エビデンスも乏しい．本書は，現場で心不全緩和ケアに携わる研究会のメン
バーにより，これからの心不全緩和ケアを考えるために必要な基礎知識をまとめたものである．厚労省，関連学
会から現場の声に至るまで，現段階の考え方と課題を整理し，必要な知識を35の項目にコンパクトにまとめた1
冊．

医学
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784830630361
著編者名
小坂 仁
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2014年 商品コード 1029452705
ベッドサイドで小児の神経所見をとるイメージが湧きやすいようにカラーイラストをふんだんに盛り込み，初学者
が目で見て理解できる“超”入門書．単に所見のとり方を覚えられるだけでなく，その所見に異常があった場合
にどんな疾患や病態が考えられるかについても言及．小児科医を目指す若手医師が最初に身につけるべき最
小限の神経所見に内容を絞って編集した，神経所見のとりかたを学び始める入門書として最適のテキスト．

手軽にとれる小児神経所見 ―カラーイラス
ト図解―

医学
分 野
¥26,400(＋税)
学術・1アクセス
¥39,600(＋税)
学術・3アクセス
9784830628337
著編者名
川真田 樹人
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2013年 商品コード 1029452706
手術患者が経験する急性痛としての手術後痛について，科学的な立場とエビデンスに基づき，基礎から臨床ま
で詳細に概説．手術後痛をより広く深く理解できるよう，病態生理学，手術後痛の評価，手術後鎮痛法の実際，
副作用の対策，小児と高齢者の問題，遷延性術後痛など多面的な構成．簡潔でわりやすい記述とビジュアルな
誌面により，初学者からベテラン麻酔科医まで，興味とレベルにあわせて，読みたい項目を選んで読める．

手術後鎮痛のすべて （痛みのScience &
Practice 1）

医学
分 野
¥26,400(＋税)
学術・1アクセス
¥39,600(＋税)
学術・3アクセス
9784830628351
著編者名
井関 雅子
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2013年 商品コード 1029452707
がん疾患ごとの抗がん治療や予後，随伴症状，痛みの特徴などの知識を解りやすく整理し，痛みの治療ストラ
テジーを組み立てて紹介．薬物療法と神経ブロック療法などの非薬物療法の両者に関しては，包括的な理解の
もとに，上手に組み合わせながら治療をすすめられるよう記述を工夫した．簡潔で解りやすい記述と全ページカ
ラーの誌面により，初学者からベテラン麻酔科医まで，興味とレベルにあわせて，読みたい項目を選んで読め
る．

病態・疾患別がん性痛の治療 （痛みの
Science & Practice 3）

医学
分 野
¥28,600(＋税)
学術・1アクセス
¥42,900(＋税)
学術・3アクセス
9784830628375
著編者名
川真田 樹人
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2014年 商品コード 1029452708
多くの専門分野・領域の医師やコメディカルが携わる痛みの臨床領域のup to dateな知識を凝縮して学ぶことの
出来る教科書．重要かつ最新の用語を分類し，１項目につき１～２ページとコンパクトながらポイントを押さえて
レクチャーする．日本ペインクリニック学会，日本麻酔科学会，日本整形外科学会など，各種学会の専門医試験
対策にも有用な１冊．簡潔で解りやすい記述と全ページカラーのビジュアルな誌面．

痛み診療キーポイント （痛みのScience &
Practice 5）

医学
分 野
¥33,000(＋税)
学術・1アクセス
¥49,500(＋税)
学術・3アクセス
9784830628405
著編者名
井関 雅子
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2015年 商品コード 1029452709
神経障害性痛は長年注目され，様々な観点からの病態や治療法が探求されてきた．本書では痛み診療に従事
する医師が最良の治療を行えるよう，「痛みの機序に関する基礎は，末梢から中枢まで連続性や統一性のある
解説」「神経障害性痛の正しい理解のため，その要素を一部有している疾患やその周辺疾患も含めて解説」「各
疾患については，疫学，病態，治療法などを詳細に解説」に重点を置き，実践的で分かりやすい構成を心がけ
た．

臨床に役立つ神経障害性痛の理解 （痛み
のScience & Practice 8）
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分 野

運動の成り立ちとは何か ―理学療法・作業
学術・1アクセス
療法のためのBiNI Approach―

医学

¥13,860(＋税)
¥20,790(＋税)
学術・3アクセス
9784830645099
著編者名
舟波 真一
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2014年 商品コード 1029452710
編者らが独自に発見した人体の運動の法則性と，統合的運動生成概念に基づいて運動を再定義した独自のア
プローチBiomechanics & Neuroscience Integrative Approach（BiNI Approach）を開発したので紹介する．自然科
学の世界で証明されている事実や法則性などに基づき，それらを統合して解釈することで，今までとは異なった
新しい視点で人の運動の概念を提唱している．リハビリテーションや全ての臨床家にとっての指針となる一冊．
分 野
理学療法・作業療法のための実践編BiNI
Approach ―運動の成り立ちから導く,治療を 学術・1アクセス
シンプルにする法則性―
学術・3アクセス

医学

¥15,400(＋税)
¥23,100(＋税)
9784830645266
著編者名
舟波 真一
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2015年 商品コード 1029452711
自己組織的な運動生成理論に基づく治療を提案する一冊．簡単な臨床推論から導けるため，若いセラピストで
あっても効果的な治療が可能．多くの図を用い，評価から治療まで詳細にBiNI Approachを解説している．実際
のクライアントに対してどのように考え，展開していけばいいのかを疾患別に記載している．目的に合わせて，ど
の項からも読みやすいような構成になっているため，必要な時に，必要な部分だけを気軽に使っていくことがで
きる．
分 野

広汎子宮全摘出術 ―ハイビジョン&DVD動画で
学術・1アクセス
完全理解―（産婦人科手術スーパーレッスン）

医学

¥62,700(＋税)
¥83,600(＋税)
学術・3アクセス
9784840458238
著編者名
田畑 務
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年
2017年 商品コード 1029312029
WEB サイトで付属DVD と同じ内容の手術動画（ハイビジョン）が視聴できます。
詳細は「WEB 動画の視聴方法」のページをご参照ください。※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 【手
術のエキスパートが技術とコツを伝授する】 広汎子宮全摘出術の技術にこだわった手術書。何を使ってどのよ
うにどうするのか。手術の流れ、術者・助手それぞれの動き、出血させない、神経温存のコツを一つひとつ詳細
に解説する。付属の動画はハイビジョンで鮮明、著者による音声解説付きでわかりやすい。

医学
分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥41,800(＋税)
学術・3アクセス
9784840453608
著編者名
田畑 務
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年
2015年 商品コード 1029312030
WEB サイトで付属DVD と同じ内容の手術動画（ハイビジョン）が視聴できます。詳細は「WEB 動画の視聴方法」
のページをご参照ください。※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 【専攻医を指導する手術動画がわか
りやすい！】 婦人科手術の基本である腹式単純子宮全摘術について、高画質の写真を中心に解説。筆者が専
攻医を指導している手術動画DVD付きで、手術器具の持ち方、基本的手術操作にも言及している。経験が少な
い医師の陥りやすいポイントもわかる。
腹式単純子宮全摘術 ―広汎子宮全摘術につ
ながる―（産婦人科手術スーパーレッスン）

分 野
¥24,750(＋税)
学術・1アクセス
¥33,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029312031
出版社
メディカ出版
底本発行年
Fetal Diagnosis with Online Video「動く胎児」を「動くまま」見る オンライン動画付き世界で最も多くの産科超音
波画像を見てきた Prof. Masuzakiが贈る1冊英語版電子書籍、世界へ発売8000本のライブラリーより厳選！著
者による解説付き動画、全96症候・疾患スクリーニングから精密検査まで、産婦人科医／超音波検査士必修の
診断ポイントが“見ているだけで”みるみるわかる。経験のない症例や稀少疾患に出会ったとき、診断に役立つ
ヒントも満載！

Fetal Diagnosis with Online Video

分 野
ナースが本当に聞いてみたかった整形外科
看護エビデンス179 （整形外科看護 2017年 学術・1アクセス
春季増刊）
学術・3アクセス

医学

¥13,640(＋税)
¥18,040(＋税)
9784840460002
著編者名
冨士 武史
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年
2017年 商品コード 1029312032
【全国から寄せられた「知りたい」に答える！】全国1,000以上の施設に行った大規模アンケート調査から得られ
た質問のなかでも、とくに根拠を知りたいという声が多かったものを取り上げ、解説する。明確なエビデンスをも
とに解説することが難しい質問に対しても、執筆陣の豊富な臨床経験から裏打ちされた解説を読むことで、疑問
がすっきり解決できる。本書を読むことで、自施設では疑問のままだった知識が身に付き、明日から自信を持っ
て看護を提供できるようになる。
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分 野
こどもの潰瘍性大腸炎・クローン病と治療
学術・1アクセス
―患者説明にそのまま使える/不安なパパ・
ママにイラストでやさしく解説―
学術・3アクセス

医学

¥7,920(＋税)
¥10,560(＋税)
9784840461887
著編者名
田尻 仁
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年
2017年 商品コード 1029312033
【病気と治療の正しい理解で患児・家族を支援】潰瘍性大腸炎・クローン病と診断されたこどもや家族の不安を
少しでも和らげるために、病気について理解できるように、イラストを中心にやさしく解説した本。どういう病気な
のか？や治療法について、また入院中や家庭での生活についてなど、ていねいに解説。患者説明にそのまま
使うこともできる。

医学
分 野
¥24,750(＋税)
学術・1アクセス
温故定礎 ―東洋医学序説―
¥37,125(＋税)
学術・3アクセス
9784862512000
著編者名
西村 甲
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2017年 商品コード 1028515441
漢方医学は中国の伝統医学を起源とし日本独自に発展したものである。診察者の直感で患者の具体的な症
状・症候を取捨選択し、治療法を決定する。一方、中医学は複雑な理論が特徴で、その診断治療体系により弁
証論治とも表現される。両医学には一長一短があり、それぞれの長所を活かし、短所を排除することで、よりよ
い伝統医学の確率を目指す指針となる必読書。東洋医学全般を理解することを前提としながらも、『黄帝内経』
を学ぶことに比重を高くした内容となっている。
分 野

超初心者用・鍼灸院治療マニュアル ―即効
学術・1アクセス
性のあるテクニック―

医学

¥9,625(＋税)
¥14,432(＋税)
学術・3アクセス
9784862512031
著編者名
淺野 周
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2016年 商品コード 1028515447
北京堂の鍼治療理論に始まり、治療に関するテクニックを余すところなく紹介している。そして、36種の疾患別
治療法である。いずれも即効性のある北京堂式テクニックである。最後には、テクニックをマスターした後の、開
業を維持していくポイントや更にスキルアップしていくための勉強方法など、著者の実体験を元にわかりやすく
書かれている。
分 野

どうして私のアトピーは治ったか? ―脱ステ・
学術・1アクセス
脱保湿・アトピー改善大作戦―

医学

¥3,850(＋税)
¥5,775(＋税)
学術・3アクセス
9784862512062
著編者名
井出 智子
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2016年 商品コード 1028515449
本書ではアトピー性皮膚炎の原因の多くは、筋膜や筋肉が硬くなることで血行不良に至り、それがもたらす新陳
代謝の異常こそがアトピー性皮膚炎の主因であるとしている。著者らの勤務するなかむら鍼灸接骨院で行う筋・
筋膜伸長療法は、硬く縮んだ筋肉を本来の状態に伸ばす治療法である。ステロイド剤、保湿剤を使わない治療
により、アトピー性皮膚炎が完治した元患者の喜びの声も多数掲載している。
分 野
¥45,375(＋税)
学術・1アクセス
¥68,057(＋税)
学術・3アクセス
9784862511997
著編者名
皇甫 謐
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2016年 商品コード 1028515453
『鍼灸甲乙経』は三国時代（二五六年頃）に成立した、現存する最古の鍼灸書です。日本の大宝律令（七〇一
年）にも医師必携の書として名前が上がる古典中の古典であり、現在に至るまで鍼灸の基礎であり続ける名著
です。その内容は陰陽五行説などの古代思想から、経穴や経絡に関する論説などに至るまで多岐にわたりま
す。現存する最古の鍼灸古典といわれ、後の鍼灸理論に大きな影響を与えてきました。

完訳 鍼灸甲乙経 （上・下巻） ―東洋医学
古典―

医学
分 野
¥24,750(＋税)
学術・1アクセス
¥37,125(＋税)
学術・3アクセス
9784862511935
著編者名
橋爪 長三
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2016年 商品コード 1028515455
本書は、著者が12年間にわたりハンセン病患者の治療に従事してきた経験と知識と技術のすべてが詰まった
貴重な一冊です。また、50年にわたり著者が取り組んできた、他ではあまり見られない麻痺手の腱移行術によ
る再建の具体例を挙げて説明しているのが本書の特徴です。これから、この分野の治療・研究に携わる医師に
は必携書です。

腱移行術による麻痺手の再建とその応用
―頸損麻痺レベル別99手におよぶ機能再
建術―
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医学
分 野
¥3,707(＋税)
学術・1アクセス
病気にならない生き方
¥5,566(＋税)
学術・3アクセス
9784862511836
著編者名
安保 徹
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2015年 商品コード 1028515466
免疫学の世界的権威安保博士 がついにたどり着いたミトコンドリアの世界！最新の安保理論を学べば健康と
長寿の秘密が見えてくる。解糖系からミトコンドリア系へ！加齢とともに体質は変化する。無理を重ねてストレス
にさらされると、体の内部環境は低体温・低酸素・高血糖となる。この環境がつづくとミトコンドリアの生成が不利
になり、人は疲れやすく、やつれてくる。これが病気のはじまりだ。
医学
分 野
¥8,250(＋税)
学術・1アクセス
¥12,375(＋税)
学術・3アクセス
9784862511751
著編者名
長田 裕
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2015年 商品コード 1028515469
一般向けの入門実用書として刊行した『自分でできるチクチク療法』よりワンランク上の知見を求める読者のた
めに、本書は専門家のニーズにも応えられる内容として、難病を含む広汎な疾患に効果のあるこの治療法の治
療症例を疾患別に数多く紹介。また、その治療理論を解説した。脳外科医が考案した、西洋医学の神経解剖と
東洋医学の経絡の考えを融合させた新しい治療体系である。

チクチク療法の臨床 ―自然治癒力を引き
出す―

医学
分 野
¥3,575(＋税)
学術・1アクセス
自分でできるチクチク療法
¥5,357(＋税)
学術・3アクセス
9784862511744
著編者名
長田 裕
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2015年 商品コード 1028515470
口コミだけで５万人超の患者が押し寄せた驚くべき治療法！チクチク療法は、西洋医学とも東洋医学とも違うメ
イド・イン・ジャパンの治療体系である。脳・脊髄につながる神経走行に着目した「デルマトーム理論」にもとづい
た治療ポイントに、副交感反応を呼び起こし自律神経を調整するチクチク刺激を加えるという、今まで限られた
医療者にしか伝授されなかった治療法を、家庭で誰でもできるように、わかりやすく公開する。
医学
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
火鍼マニュアル
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784862511560
著編者名
淺野 周
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2013年 商品コード 1028515487
先端を炎で熱して施術する「火鍼」は、直接灸の効果を併せ持ち、調節経気、温通経脈などの治療作用がある。
経穴や部位に温熱刺激することで、身体の陽気を高め、正気を元気づけ、臓腑を調整し経気を激発し、経脈を
温通させ、活気行気する。本書は火鍼による治療法を疾患別に、病因、治療(ツボの位置と火鍼の操作法)、文
献(中国の参考文献の和訳)、カルテ(症例)、および備考(その他の注意点)に端的に整理した。
医学
分 野
¥17,875(＋税)
学術・1アクセス
¥26,807(＋税)
学術・3アクセス
9784862511478
著編者名
安保 徹
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2013年 商品コード 1028515496
ストレスによって、交感神経支配下にある顆粒球増多の現象がわかると、炎症性腸疾患のメカニズムも解明で
きる。ストレス→交感神経刺激→顆粒球増多→粘膜破壊の連鎖である。このようにして、歯周病、胃炎、胃潰
瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎、痔疾、卵巣嚢腫、突発性難聴などの発症メカニズムが次々と明らかになる。
「ストレスの正体」や「ガンの発症メカニズム」も現象の理解をかさねることで解明できる。

安保徹の原著論文を読む ―膠原病、炎症
性腸疾患、がんの発症メカニズムの解明―

分 野

医学

漢方治療の診断と実践 ―漢方水嶋塾講義録― 学術・1アクセス

¥12,650(＋税)
¥18,975(＋税)
学術・3アクセス
9784862511362
著編者名
水嶋 丈雄
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2012年 商品コード 1028515502
臨床に携わる医師向けの漢方塾の講義録である。漢方といっても日本漢方の流派や中医学のやりかたなど、さ
まざまな方法論がある。現代医学からみた漢方のとらえ方と、日本や中国のそれぞれのやり方について、その
長所と短所を網羅して解説。東洋医学的な脈診、腹診、舌診のやり方から自律神経のバランスと漢方製剤の関
係、ヘルパーT細胞の比率と漢方製剤の関係など、東洋医学と西洋医学を統合した診断法と治療のやり方がわ
かる本。
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分 野

慢性疼痛・脳神経疾患からの回復 ―YNSA
学術・1アクセス
山元式新頭鍼療法入門―

医学

¥9,075(＋税)
¥13,607(＋税)
学術・3アクセス
9784862511126
著編者名
加藤 直哉
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2011年 商品コード 1028515514
世界で1万人以上の医師が実践する驚異の頭鍼治療法YNSAは、山元敏勝医師が1973年に確立した治療法で
ある。すべての痛み、神経症状、不定愁訴などに即効性がある他、リハビリ以外に治療法がないとされる脳梗
塞などにも顕著な効果を発揮する。その治療効果の高さから、補完代替療法に関心の強い欧米で早い時期か
ら注目を集め、各国でセミナーが頻繁に行われてきた。本書は、YNSAを学ぶための入門書である。

医学
分 野
¥13,200(＋税)
学術・1アクセス
統計モデル入門 （医学統計学シリーズ 2）
¥26,400(＋税)
学術・3アクセス
9784254127522
著編者名
丹後 俊郎
底本ISBN
出版社
朝倉書店
底本発行年
2000年 商品コード 1029312041
統計モデルの基礎につき，具体的事例を通して解説。〔内容〕トピックスI～IV／Bootstrap／モデルの比較／測
定誤差のある線形モデル／一般化線形モデル／ノンパラメトリック回帰モデル／ベイズ推測／Marcov Chain
Monte Carlo法／他

医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784254127560
著編者名
上坂 浩之
底本ISBN
出版社
朝倉書店
底本発行年
2006年 商品コード 1029312042
医薬品の開発の実際から倫理，法規制，ガイドラインまで包括的に解説。〔内容〕試験計画／無作為化対照試
験／解析計画と結果の報告／用量反応関係／臨床薬理試験／臨床用量の試験デザイン用量反応試験／無
作為化並行試験／非劣性試験／他

医薬開発のための臨床試験の計画と解析
（医学統計学シリーズ 6）

医学
分 野
¥14,850(＋税)
学術・1アクセス
¥29,700(＋税)
学術・3アクセス
9784254127577
著編者名
丹後 俊郎
底本ISBN
出版社
朝倉書店
底本発行年
2007年 商品コード 1029312043
「場所」の分類変数によって疾病頻度を明らかにし，当該疾病の原因を追及する手法を詳細にまとめた書。〔内
容〕疫学研究の基礎／代表的な保健指標／疾病地図／疾病集積性／疾病集積性の検定／症候サーベイラン
ス／統計ソフトウェア／付録

空間疫学への招待 ―疾病地図と疾病集積
性を中心として―（医学統計学シリーズ 7）

医学
分 野
¥11,220(＋税)
学術・1アクセス
¥22,440(＋税)
学術・3アクセス
9784254127584
著編者名
丹後 俊郎
底本ISBN
出版社
朝倉書店
底本発行年
2009年 商品コード 1029312044
発表・投稿に必要な統計解析に関連した英語表現の事例を，専門学術雑誌に掲載された代表的な論文から選
び，その表現を真似ることから説き起こす。適切な評価を得られるためには，の視点で簡潔に適宜引用しながら
解説を施したものである。

統計解析の英語表現 ―学会発表、論文作
成に向けて―（医学統計学シリーズ 8）

医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784254127591
著編者名
丹後 俊郎
底本ISBN
出版社
朝倉書店
底本発行年
2011年 商品コード 1029312045
生物統計学，医学統計学の領域を対象とし，多くの事例とともにベイジアンのアプローチの実際を紹介。豊富な
応用例では，例→コード化→解説→結果という統一した構成〔内容〕ベイジアン推測／マルコフ連鎖モンテカル
ロ法／WinBUGS／他

ベイジアン統計解析の実際 ―WinBUGSを
利用して―（医学統計学シリーズ 9）
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医学
分 野
¥2,420(＋税)
学術・1アクセス
¥4,840(＋税)
学術・3アクセス
9784864295192
著編者名
堀 寛史
底本ISBN
出版社
大学教育出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028515641
理学療法士、その他の医療職・福祉関係職、そして患者にとって痛みは複雑が故にとらえどころがない。本書で
は「痛みとは何か」について理学療法学と臨床哲学の視点で考え、新しい意味を提示している。

痛みの存在意義 ―臨床哲学と理学療法学
の視座―

医学
分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
低糖質スイーツ ―つくり方のコツ―
¥5,940(＋税)
学術・3アクセス
9784416713402
著編者名
日高 宣博
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2013年 商品コード 1028388802
従来のカロリー制限食に変わる「糖質制限食」を、プロのパティシエ、日高宣博が作る!おいしさの質を落とさない
テクニック満載!

分 野

名医が教える足のお悩み完全解決バイブル
学術・1アクセス
―痛み・不調の理由と治し方がよくわかる―

医学

¥2,860(＋税)
¥4,290(＋税)
学術・3アクセス
9784416716267
著編者名
高倉 義典
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2016年 商品コード 1028388810
外反母趾、巻き爪、偏平足、かかとの痛み、リウマチ、タコ、魚の目、乾燥、むくみ…ありとあらゆる足の悩みの
対処法を名医が徹底解説

分 野

高齢者につくってあげたいスイーツレシピ ―
学術・1アクセス
おいしく楽しく食べて、心と体の健康アップ―

医学

¥3,520(＋税)
¥5,280(＋税)
学術・3アクセス
9784416615393
著編者名
代居 真知子
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2015年 商品コード 1028388817
高齢者の食生活にスイーツを上手に取り入れ心身の健康維持を。食べやすく、栄養面も考えた高齢者向けス
イーツのレシピなどを満載。

分 野
感情に働きかけるこれからの介護レクリエー
ション ―心の専門家がアドバイス 生きる意 学術・1アクセス
欲を刺激する介護レク アイデア集―
学術・3アクセス

社会

分 野
わたしたちの「筋トレ」 ―引き締まった美ボ
ディーを手に入れる!人気インスタグラマーの 学術・1アクセス
トレーニングメソッド―
学術・3アクセス

スポーツ、体育

¥3,960(＋税)
¥5,940(＋税)
9784416717103
著編者名
武藤 清栄
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2017年 商品コード 1028388819
“おとな”である利用者さんの生きる意欲を応援する。心の専門家と考えた「感情に働きかけるレクリエーション」

¥3,795(＋税)
¥9,487(＋税)
9784839966744
著編者名
わたしたちの編集部
底本ISBN
出版社
マイナビ出版
底本発行年
2018年 商品コード 1029158918
総フォロワー数30万人超の人気インスタグラマー20人が、実体験を元にした筋トレメソッドを直伝！ 具体的な
エクササイズはもちろん、一日のスケジュール、長続きさせるコツなど、体型に悩むあなたに必要な情報がギュ
ギュッと詰まっています。宅トレ派もジム派も、インスタグラマーたちの筋トレテクで理想のボディを手に入れま
しょう！
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分 野
¥20,350(＋税)
学術・1アクセス
¥33,440(＋税)
学術・3アクセス
9781337395892
著編者名
Woodrow, Ruth
底本ISBN
出版社
センゲージラーニング
底本発行年
2018年 商品コード 1028973754
A comprehensive resource for those preparing for licensed practical nursing, medical assisting, and other allied
health careers, ths best-selling book delivers "need to know" drug information that gives readers the
confidence to master pharmacology. It al

Essentials of Pharmacology for Health
Professions 8th ed.（Mindtap Course List）

■ワイリ Health & Medical Scienceセット
2018年配信 全48点
著編者名
出版社

ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Public Health and Health Promotion for
Nurses at a Glance
著編者名
出版社

ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Midwifery Emergencies at a Glance
著編者名
出版社

ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥249,860(＋税)
¥374,890(＋税)
商品コード

1029217617

¥5,590(＋税)
¥8,390(＋税)
商品コード

1029217647

¥4,160(＋税)
¥6,240(＋税)
商品コード

1029217651

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435484
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203125
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
精神疾患・障害の現状、精神疾患・障害の分類（DSM-5、ICD-10） 精神疾患・障害の検査（心理検査、生理学
的検査、画像検査） 精神疾患・障害の治療- 概略（精神重宝、身体的治療、予防的治療）

今日の精神医学 【動画】（精神医学を学ぶ
方へ 精神疾患・障害の基礎知識 2） （※）

分 野
¥184,800(＋税)
学術・1アクセス
¥369,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203175
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
このDVDは、認知高齢者の看護の実践でよく起こる事例を見て学び、事例の後のQuestionを考え、そして解説
を見ることで、認知症高齢者の看護の考え方であるパーソン・センタード・ケアの視点を深めることができます。

■認知症高齢者の看護 パーソン・センター
ド・ケアの視点 【動画】 全6巻 （※）
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■認知症高齢者の看護 パーソン・センタード・
ケアの視点 急性期病院編 全3巻 【動画】
（※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥92,400(＋税)
¥184,800(＋税)
商品コード

1028203176

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436986
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2015年 商品コード 1028203177
処置や検査を拒絶する。なぜ認知症高齢者はこのような行動をとるのでしょうか。認知症高齢者の視点に立っ
たケアを行うことで、防ぐことができるものもあります。この巻では、肺炎で入院した認知症高齢者の事例を通し
てパーソン・センタード・ケアの視点に基づいた認知症高齢者とのコミュニケーションについて学び、いかに適切
なケアへとつなげていくかを考えていきます。

急性期病院編 Vol.1 コミュニケーションはとれ
ていますか？ 【動画】（認知症高齢者の看護
パーソン・センタード・ケアの視点） （※）

急性期病院編 Vol.2 看護の工夫をしてい
ますか？ 【動画】（認知症高齢者の看護
パーソン・センタード・ケアの視点） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436993
著編者名
鈴木 みずえ
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2015年 商品コード 1028203178
治療していることを忘れてチューブを外してしまうようなことが、急性期の看護を困難にさせています。しかし、認
知症高齢者の視点に立って考え、看護を工夫することで、本人の苦痛を緩和し、このような困難な状況を予防
することができるものもあります。この巻では、大腿骨骨折の観血的整復固定術を受けた認知症高齢者の事例
を通して、パーソン・センタード・ケアの視点に基づいた看護の工夫について学び、いかに適切なケアへとつな
げていくかを考えていきます。また、せん妄と認知症についても解説します。
分 野
急性期病院編 Vol.3 意思決定の援助をし
学術・1アクセス
ていますか？ 【動画】（認知症高齢者の看
護 パーソン・センタード・ケアの視点） （※） 学術・3アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862437006
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2015年 商品コード 1028203179
医療の場では自分自身が望む医療が受けられる、もしくは拒否する、つまり自分の意思で自分が望む医療を選
択する「意思決定」が大切です。しかし認知症になると自分の意思を言語的に上手く表現できにくくなります。看
護師は、認知症高齢者が望む医療を高齢者自身が理解し選択すること、「意思決定」ができるように支援するこ
とが望まれています。この巻では、認知症高齢者に起こりやすい課題として胃瘻造設の意思決定支援につい
て、パーソン・センタード・ケアの視点に基づいて解説します。

■認知症高齢者の看護 パーソン・センタード・
ケアの視点 高齢者施設編 【動画】 全2巻
（※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥61,600(＋税)
¥123,200(＋税)
商品コード

1028203180

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437372
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1028203181
高齢者施設では、認知症高齢者の転倒・転落事故などさまざまな困難な課題があります。この巻では、介護老
人保健施設での「転倒・転落」や「介護・医療的ケアの拒否」について、パーソン・センタード・ケアに基づいた考
え方や具体的方法を学び、認知症高齢者の視点へとつなげることで生活の質を高めるよりよいケアの実践を考
えていきます。さらに従来のケアを本人の視点に転換することで、ケアの実践から得られる満足感も高めていき
ます。

高齢者施設編 Vol.1 適切な看護援助・生活援助が
できていますか？ 【動画】（認知症高齢者の看護
パーソン・センタード・ケアの視点） （※）
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437389
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1028203182
高齢者施設は、高齢者の生活の場となるため、本人の生き方や価値観を尊重し、ケアを提供することが大切で
す。この巻では、特別養護老人ホームでの認知症高齢者の「看護や介護への意思やニーズ」、また「看取り」に
ついて、パーソン・センタード・ケアに基づいた考え方を学び、認知症高齢者の視点やニーズに沿ったよりよいケ
アの実践を考えていきます。

高齢者施設編 Vol.2 本人の意思やニーズをケアに
反映していますか？ 【動画】（認知症高齢者の看護
パーソン・センタード・ケアの視点） （※）

分 野
訪問看護編 Vol.1 本人と家族の支援ができて
いますか？ 【動画】（認知症高齢者の看護 パー 学術・1アクセス
ソン・センタード・ケアの視点） （※）
学術・3アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862438096
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203183
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
認知症高齢者の在宅での療養では、認知症の症状から、「薬の飲み忘れ」、「歩き回る行動」など、さまざまな問
題が生じています。この巻では、在宅での認知症高齢者に生じやすい「服薬拒否」、「症状への不安」などへの
かかわり方、また介護する家族への対応について、パーソン・センタード・ケアに基づいた考え方を学び、認知
症高齢者の視点やニーズに沿ったよりよいケアの実践を考えていきます。
分 野
¥92,400(＋税)
学術・1アクセス
■目で見る国際看護 【動画】 全3巻 （※）
¥184,800(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203265
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
国際化が急速に進んでいる現在では、諸外国との関係なしでは社会が成り立ちません。これは看護の分野も同
様であり、看護カリキュラムが改正され、国際看護は新たな学習科目となりました。国際看護シリーズでは、国
際看護の現状、グローバルヘルス、そしてグローバルヘルスに関する国際機関について、わかりやすくまとめら
れています。ぜひご活用ください。
分 野

国際看護の現状 【動画】（目で見る国際看護 1）
学術・1アクセス
（※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435422
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203266
世界の看護の動向（アメリカ、イギリス、オーストラリア、ロシア、ブラジル、アフリカ地域、イスラム諸国）、日本に
おける国際看護の現状（訪日外客数、外国人ケアの現状）について解説します。またグローバル化に向けた病
院への取り組みとして、亀田メディカルセンターを紹介します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435439
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203267
グローバルヘルスに関する問題として、貧困、感染症（エイズ、結核、マラリア、急性呼吸器感染症（ARI）、下痢
症など）、人口問題（世界人口、難民）、母子保健、ミレニアム開発目標などについて解説します。

グローバルヘルス 【動画】（目で見る国際看護 2）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435446
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203268
グローバルヘルスに関する国際機関として、ICN、WHO、UNICEF、UNFPA、WorldBank、JICAの概要を解説しま
す。また、金井Pak雅子（ICN理事）、平林国彦（UNICEF東京事務所代表）、池上清子（UNFPA東京事務所前所
長）のインタビューを収録していいます。

グローバルヘルスに関する国際機関 【動画】
（目で見る国際看護 3） （※）
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分 野
¥61,600(＋税)
学術・1アクセス
■看護教育概論 【動画】 全2巻 （※）
¥123,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203278
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズでは、アメリカおよび日本の看護が専門職として確立された過程を、当時の政治的、社会的背景など
を交えながら、資料写真やCGを用いて分かりやすく解説します。看護学生はもちろん、臨床看護師、訪問看護
師、保健師、看護教育者にも必見の番組です。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203279
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
看護が現在のような専門職として認められるようになるまでには、どのような道を歩んできたのでしょうか。この
番組では、まず近代看護の芽生えに大きな影響を与えたフローレンス・ナイチンゲール、アンリー・デュナンにつ
いて触れ、次に世界で最も早く専門職として発達したアメリカの看護史を、当時の資料写真やCGを用いて分か
りやすく解説します。また、スペクトラム説、チームナーシング、看護理論、看護診断、開業看護婦、ターミナルケ
アについても説明しています。

アメリカの看護 専門職への道 【動画】
（看護教育概論 1） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203280
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
現在に至る日本の看護教育や制度の整備は、太平洋戦争終了後、連合国軍総司令部（GHQ）公衆衛生福祉局
の主導により行われ、当時のアメリカの看護婦は日本の看護婦と共に、日本における看護の発展のために努
力をしました。この番組では、GHQの公衆衛生福祉局が行った看護改革（免許制度、看護教育の改革、就業看
護婦の再教育、看護サービスの改革、保健所の設置）について、そして、それらが日本の看護に与えた影響に
ついて、当時の資料写真とCGを用いて分かりやすく解説します。

日本の看護 GHQによる看護改革 【動画】
（看護教育概論 2） （※）

分 野
¥154,000(＋税)
学術・1アクセス
¥308,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203282
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
フィジカルアセスメントの実際の映像を通して、アセスメント技術を系統的かつ実践的にわかりやすく解説してい
ます。第2版では新たに、アセスメント所見の例を解説する第5巻が加わりました。身近なアセスメント所見の例を
見ることで、アセスメント時の洞察力を深めます。

■フィジカル アセスメント 第2版 【動画】
全5巻 （※）

分 野

フィジカルアセスメントの実際 【動画】（フィジ
学術・1アクセス
カルアセスメント 第２版 1） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432483
著編者名
芳賀 佐和子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2001年 商品コード 1028203283
頭部から足先までの全身状態を把握するフィジカルアセスメントの実際を、一例余すところなくご紹介していきま
す。

分 野

皮膚・頭頸部・眼・耳 【動画】（フィジカルアセ
学術・1アクセス
スメント 第２版 2） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432490
著編者名
芳賀 佐和子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2001年 商品コード 1028203284
皮膚・爪、頭頸部、眼、耳の構造と機能、そしてアセスメントの進め方を見ていきます。脳神経のアセスメント、検
眼鏡や耳鏡の使い方とその観察像についても解説します。
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432506
著編者名
芳賀 佐和子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2001年 商品コード 1028203285
呼吸器、心臓・血管系、乳房・腋窩リンパ節の構造と機能、そしてアセスメントの進め方を見ていきます。聴診器
から聞こえる心音や呼吸音なども盛り込んで解説します。

呼吸・心血管・乳房 【動画】（フィジカルアセ
スメント 第２版 3） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432513
著編者名
芳賀 佐和子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203286
腹部、筋・骨格、神経系の構造と機能、そしてアセスメントの進め方について見ていきます。外見では見えにくい
関節の動きは、X線像を使ってわかりやすく解説します。

腹部・筋骨格・神経 【動画】（フィジカルアセ
スメント 第２版 4） （※）

分 野

フィジカルアセスメント所見 【動画】（フィジカ
学術・1アクセス
ルアセスメント 第２版 5） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432520
著編者名
芳賀 佐和子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203287
フィジカルアセスメントから見えてくる所見の例を身近な所見を中心に、実際の画像やCGで解説します。

分 野
¥92,400(＋税)
学術・1アクセス
¥184,800(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203317
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズには、通常の実習では経験することが難しい臨床現場の映像が豊富に収録されており、現場で実際
に行われている処置、看護師の業務について学ぶことができます。実習前の事前学習、また看護師の新人研
修などにもぜひご活用ください。

■子どもの病気と看護技術 【動画】 全3巻
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203318
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
小児白血病の治療過程を、外来受診から白血病の検査と診断そして治療まで、簡潔に順を追って解説します。
外来受診時では、初期に見られる身体所見について。診断までに行われる検査や処置では、血液検査、骨髄
検査、腰椎穿刺などについて。治療では、化学療法、支持療法としての輸液、造血肝細胞移植の概要を分かり
やすく説明します。また白血病の主な種類と分類、小児白血病の傾向、晩期障害についても説明します。さらに
番組の最後では、白血病の子どもをもつある家族が看護師に宛てて思いを綴った手紙を紹介します。

小児白血病の検査と治療 概要 【動画】
（子どもの病気と看護技術 1） （※）

分 野

採血・輸液を受ける子どもへの援助 【動画】
学術・1アクセス
（子どもの病気と看護技術 2） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203319
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
頻繁に行われる処置である採血、輸液に焦点を当て、処置の目的や操作の手順、ポイントを実写とCGで分かり
やすく解説します。臨床場面では、最も一般的な肘正中皮静脈からの採血を取り上げます。子どもが採血を行う
際、主体的に処置を受けられるようにするために看護師が行う援助の方法やポイントについて、CGを交えて解
説します。また、手背静脈からの輸液と中心静脈からの輸液に焦点を当て、器具の操作や取り扱い、援助の方
法やポイントについて分かりやすく解説します。
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203320
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
急性リンパ性白血病の治療のために骨髄穿刺、腰椎穿刺を受ける1歳女児の臨床場面を通して、患児や家族
が安心して主体的に検査を受けるための説明とケア（患児の身体的・心理的準備、処置後のケア）、処置を安
全かつスムーズに行うために必要な看護師の業務（処置室の準備、必要物品の準備、処置中の患児の観察、
患児の固定法）について解説します。また処置の目的や適応、セデーションについても解説します。

骨髄穿刺・腰椎穿刺を受ける子どもへの援助
【動画】（子どもの病気と看護技術 3） （※）

分 野

■わたしたちのからだと健康 第3版 【動画】
学術・1アクセス
前編5巻 （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥154,000(＋税)
¥308,000(＋税)
商品コード

1028203337

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438003
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203342
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
この番組は、現代の感染症、感染経路や予防接種などの知識、思春期や青年期に知っておくべきHPV やHIV、
性感染症への理解やその予防などについて解説します。

感染症とその予防 【動画】（わたしたちの
からだと健康 第3版 5） （※）

分 野

■子どもの発達と支援 【動画】 全5巻 （※） 学術・1アクセス

¥154,000(＋税)
¥308,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203350
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズでは、子どもの発達を理解し、適切な観察や支援を行うために、発達の概要、子どもの行動の観察
ポイント、具体的な支援方法について、わかりやすく解説します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862431943
著編者名
松村 京子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2004年 商品コード 1028203351
運動機能の発達の概要と、観察のポイントを分かりやすく解説します。また、発達上問題となる子どもの行動を
示し、その原因を考察するとともに、具体的な支援方法を説明します。

運動機能の発達 【動画】（子どもの発達と支援 1）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862431950
著編者名
松村 京子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2004年 商品コード 1028203352
情動の発達の概要と、観察のポイントを分かりやすく解説します。また、発達上問題となる子どもの行動を示し、
その原因を考察するとともに、具体的な支援方法を説明します。

情動の発達 【動画】（子どもの発達と支援 2）
（※）
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862431967
著編者名
松村 京子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2004年 商品コード 1028203353
社会性の発達の概要と、観察のポイントを分かりやすく解説します。また、発達上問題となる子どもの行動を示
し、その原因を考察するとともに、具体的な支援方法を説明します。

社会性の発達 【動画】（子どもの発達と支援 3）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862431974
著編者名
松村 京子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2004年 商品コード 1028203354
ことばの発達の概要と、観察のポイントを分かりやすく解説します。また、発達上問題となる子どもの行動を示
し、その原因を考察するとともに、具体的な支援方法を説明します。

ことばの発達 【動画】（子どもの発達と支援 4）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862431981
著編者名
松村 京子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2005年 商品コード 1028203355
認知・思考の発達の概要と、観察のポイントをわかりやすく解説します。また、発達上問題となる子どもの行動を
示し、その原因を考察するとともに、具体的な支援方法を説明します。

認知・思考の発達 【動画】（子どもの発達と
支援 5） （※）

分 野
¥61,600(＋税)
学術・1アクセス
¥123,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203357
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
育児や発達の相談に携わる小児科医、保健師、保育士、療育関係者必見のシリーズです。小・中学生や高校
生のいのちの教育にもご利用ください。

■赤ちゃんの一年 【動画】 全2巻 （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432018
著編者名
家森 百合子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2001年 商品コード 1028203358
●0～2ヶ月：生まれて間もない赤ちゃんの仰向け、うつ伏せ姿勢の特徴。原始反射。あやし方。抱き方。●3ヶ
月：運動発達の様子と解説。仰向け、うつ伏せの特徴と練習方法。●4～6ヶ月：仰向けの運動発達（足嘗め、寝
返り）、うつ伏せの運動発達。遊び方。抱き方。

姿勢と運動の発達 前編 ０～６ヵ月
【動画】（赤ちゃんの一年 1） （※）

姿勢と運動の発達 後編 ７ヵ月以降
【動画】（赤ちゃんの一年 2） （※）
著編者名
出版社

家森 百合子
医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862432025
2002年 商品コード 1028203359

乳児期後半の赤ちゃんは、短期間に這い這い・お座り・つかまり立ち・伝い歩きとさまざまな動きを経験します。自由に動け
ることで心も解き放たれ、意欲的で好奇心に満ちた日々となりますが、失敗や危険も多く目が離せなくなります。遊びたい玩
具を自分で決めて近づき、探索行動もしきりです。このDVDでは、つかまって立つ椅子と自分の体との距離の見積もり・物
陰に隠れた人を探す楽しさ・大きな玩具の裏側や小さな穴への興味などいろいろな場面が撮影されています。失敗や不安
に出会うたび、安心の基地へ戻り再度挑戦する様子から、見守りの大切さに気づきます。
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分 野
¥154,000(＋税)
学術・1アクセス
¥308,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203371
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズはLD・ADHD・高機能自閉症（アスペルガー症候群を含む）などの子どもへの理解を促し、子どもたち
への支援や指導の基礎となるように構成されています。

■LD・ADHD・高機能自閉症等の理解と支援
【動画】 全5巻 （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862431837
著編者名
上野 一彦
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2007年 商品コード 1028203372
「がんばっているのに」「やりたくてもできない」LD・ADHD・高機能自閉症などの子どもたちは、理解と支援を必
要とする個性をもっています。2006年6月より正式に通級指導の対象になったLD・ADHDの子どもたちのつまず
きの特徴や、高機能自閉症やアスペルガー症候群のつまずきの特徴をCGや映像を通して分かりやすくご紹介
します。また早期の気づきを促すため、幼児期のつまずきの特徴と気づきのポイントや現在の教育現場の流れ
などを説明します。

気づきと理解 【動画】（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能
自閉症等の理解と支援 1） （※）

分 野
ソーシャルスキルトレーニング 【動画】（ＬＤ・
ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の理解と支援 2） 学術・1アクセス
（※）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

小貫 悟
医学映像教育センター

底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862431844
2007年 商品コード 1028203373

社会性のつまずきの背景と社会性の獲得と向上。年齢があがるにつれ、社会とのかかわりが大切になる子どもたち。LD・
ADHD・高機能自閉症などの子どもは、集団場面での不適応や友人関係の不成立が見られます。この巻では、こうした子ど
もたちが社会性につまずきをもつ背景を説明し、社会性の獲得と向上を目指す支援法の一つであるソーシャルスキルトレー
ニングを、集団参加、言語的コミュニケーション、非言語的コミュニケーション、情緒的行動、自己・他者認知などの領域に
沿って解説します。*ソーシャルスキルトレーニングの説明は、モデルで撮影しています。

読むこと・書くことに困難のある子どもへの
理解と支援 【動画】（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自
閉症等の理解と支援 3） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862433268
著編者名
上野 一彦
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203374
LD（学習障害）の困難と支援を中心に。LDの子どもは、読むことや書くことに多くの困難を示します。読むこと・
書くことに困難があるといっても、その困難は子どもによって大きく異なります。これは、視覚や聴覚の認知の偏
りが、LDの子ども一人ひとりで異なるからです。このビデオでは子どもの書くプロセス、読みのプロセスと読み・
書きの困難をＣＧや実写などで説明し、その支援法や指導法について紹介します。

聞く・話す・算数に困難のある子どもへの理
解と支援 【動画】（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉
症等の理解と支援 4） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862433275
著編者名
上野 一彦
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203375
言葉を聞く、話すことは人の基本的なコミュニケーションの方法です。このコミュニケーションに必要な聞く、話す
ことに困難がある子どもは、短期記憶につまずきがあったり、相手の発言の意図を読みとることが苦手だったり
します。この番組では、聞く・話すことのつまずきの背景と支援・指導について見ていきます。また、併せて算数
につまずきのある子どもの背景と支援・指導について紹介します。
分 野
行動・対人関係の困難への支援 【動画】（ＬＤ・
ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の理解と支援 5）
学術・1アクセス
（※）
学術・3アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862433282
著編者名
上野 一彦
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203376
子どもの問題行動の背景理解と指導・支援。ＡＤＨＤに特徴的な不注意、衝動性や多動性、高機能自閉症など
に特徴的な対人関係能力の弱さやこだわり、ＬＤに特徴的な認知の偏り、このような障害特性は、集団行動や
友人関係、情緒面、子どもの社会的経験に大きな障害となってしまいます。この番組では、ADHD や高機能自
閉症などの子どもの障害特性、そして、それから生じる行動や情緒の問題について説明し、行動や対人関係面
の困難への支援法について紹介します。
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スポーツ、体育
分 野
¥19,800(＋税)
学術・1アクセス
理論と実践!治療的テーピング 【動画付】
¥29,700(＋税)
学術・3アクセス
9784862434791
著編者名
Maria Constantinou
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028515325
疼痛軽減と固定性だけに注目されていた従来のテーピング技術を、傷害予防、ストレス軽減、支持性向上、生
体力学的修正、筋に対する促通や抑制、固有感覚の強調、腫脹に対する圧迫、徒手理学療法による効果の持
続など多くの観点からテーピング技術の範疇を大幅に拡大し、多くの競技者やセラピスト、トレーナーから絶大
な支持を得ています！

■生体のしくみ 第3版 前編10巻 【動画】
（※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥308,000(＋税)
¥616,000(＋税)
商品コード

1029452513

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437655
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452514
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。001：生物学的存在としての人間 002：自然と人間 003：環境と人間 004：ライフサ
イクル - 成長と発達 - 005：ライフサイクル - エイジングと死 -

人間の存在 【動画】（生体のしくみ 第3版
Vol.1） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437662
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452515
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。006：生体の構成単位 007：遺伝情報と細胞分裂 008：形質の発現 009：タンパク
質 010：組織と器官

細胞からヒトへ 【動画】（生体のしくみ 第3版
Vol.2） （※）

分 野

神経系のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ 第3版
学術・1アクセス
Vol.3） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437679
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452516
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。011：神経系の発生と分類 012：神経伝達のしくみ 013：大脳 014：小脳・間脳
015：脳幹
分 野

神経系のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ 第3版
学術・1アクセス
Vol.4） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437686
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452517
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。016：脳への血液供給017：脳神経018：脊髄と脊髄神経019：自律神経020：反射
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分 野

神経系のしくみ 3 【動画】（生体のしくみ 第3版
学術・1アクセス
Vol.5） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437693
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452518
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。021：睡眠022：意識の発現023：記憶と学習024：言語と左右脳025：情動

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437709
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452519
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。026：視覚 - 光受容機能と視細胞 -027：視覚 - 眼の調節機能 -028：聴覚と平衡
感覚029：味覚と嗅覚030：体性感覚と内臓感覚

感覚のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版
Vol.6） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437716
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452520
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。031：随意運動の発現032：骨の構造と成長033：骨の連結034：骨格筋の収縮機
構035：筋収縮のエネルギーと特性

身体運動のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ
第3版 Vol.7） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437723
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452521
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。036：体幹の骨格と筋037：上肢の骨格と筋038：下肢の骨格と筋039：頭頸部の骨
格と筋040：運動の生理

身体運動のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ
第3版 Vol.8） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437730
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452522
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。041：血液の働きと成分042：赤血球043：白血球と血小板044：血液の凝固と線溶
045：血液型

血液のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版
Vol.9） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437747
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452523
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。046：心臓の構造047：血液の循環と心臓の発生048：心筋と冠循環049：刺激伝導
系と自動能050：心臓の検査

循環のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ 第3版
Vol.10） （※）
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437754
著編者名
前川 幸子
底本ISBN
商品コード 1029527622
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かしま
す。看護やリハビリテーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人に求められる解剖生理の
基礎知識をコンパクトに収録。051：循環圧力と測定052：血圧と血流量の調節053：動脈054：毛細血管と静脈
055：リンパ系

循環のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ 第3版
Vol.11） （※）

分 野
¥105,600(＋税)
学術・1アクセス
¥211,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029452525
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
医師国家試験の症例問題を参考に診療の様子を映像化しています。「医療面接」「臨床診断（確定診断）」「解
説」という構成となっており、「医療面接」では、患者の主訴や症状、病歴などから疾患を鑑別し、必要な検査に
ついて考えます。「臨床診断」では、検査データ、画像などから確定診断を考えます。また、監修の橋本先生に
よる解説で学習者の理解がより深まります。

■医師国家試験にチャレンジ！ 【動画】
（※）

分 野

循環器 【動画】（医師国家試験にチャレンジ！
学術・1アクセス
Vol.1） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862437471
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1029452526
医師国家試験の症例問題を参考に診療の様子を映像化。「医療面接」「臨床診断（確定診断）」「解説」という構
成となっており、「医療面接」では、患者の主訴や症状、病歴などから疾患を鑑別し、必要な検査について考え
ます。「臨床診断」では、検査データ、画像などから確定診断を考えます。63歳の男性（前胸部痛）。72歳の男性
（突然の背部痛と冷汗）。78歳の男性（呼吸困難と下腿浮腫）の3症例を収録。
分 野

呼吸器 【動画】（医師国家試験にチャレンジ！
学術・1アクセス
Vol.2） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862437488
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452527
医師国家試験の症例問題を参考に診療の様子を映像化。「医療面接」「臨床診断（確定診断）」「解説」という構
成となっており、「医療面接」では、患者の主訴や症状、病歴などから疾患を鑑別し、必要な検査について考え
ます。「臨床診断」では、検査データ、画像などから確定診断を考えます。32歳の男性（発熱と咳嗽）。67歳の男
性（息苦しさ）。65歳の女性（繰り返す発熱、咳嗽および呼吸困難）の3症例を収録。
分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862437495
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1029452528
医師国家試験の症例問題を参考に診療の様子を映像化。「医療面接」「臨床診断（確定診断）」「解説」という構
成となっており、「医療面接」では、患者の主訴や症状、病歴などから疾患を鑑別し、必要な検査について考え
ます。「臨床診断」では、検査データ、画像などから確定診断を考えます。23歳の女性（発熱）。25歳の男性（下
腿の浮腫）。75歳の男性（尿が出ない）の3症例を収録。

腎・泌尿器 【動画】（医師国家試験にチャレ
ンジ！ Vol.3） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437501
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1029452544
ヒヤリ・ハットは、あらゆる看護行為に潜んでいます。この巻では、看護実習で起こりやすいヒヤリ・ハットとして
「環境整備」、「血圧測定」、「移乗・移送」、「患者情報」の4つの事例を取り上げ、事故や危険を予測するスキ
ル・視点を養います。

あらゆる看護行為に潜むヒヤリ・ハット ～危険
予測スキルを身につけよう 1～ 【動画】（事例で
学ぶヒヤリ・ハット Vol.1） （※）
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分 野
患者アセスメントに潜むヒヤリ・ハット ～危険予
測スキルを身につけよう 2～ 【動画】（事例で学 学術・1アクセス
ぶヒヤリ・ハット Vol.2） （※）
学術・3アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862437518
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1029452545
ヒヤリ・ハットは、患者のアセスメントの不足から起こるものもあります。この巻では、アセスメント不足を中心とし
たヒヤリ・ハットとして「患者のリスク把握」、「排泄介助」、「清潔援助」、そして看護実習で起こりやすい「配慮不
足」の4つの事例を取り上げ、事故や危険を予測するスキル・視点を養います。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438065
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452569
新生児の熱産生と熱喪失の経路、保育器の目的、種類と特徴、及び保育器内での医療事故の予防について解
説します。また保育器内で行われる日常ケア（おむつ交換と全身清拭）、酸素療法中のケア、光線療法中のケ
アについて、実施方法や注意点を説明します。

保育器内での新生児看護 【動画】（目で見
る新生児看護（改訂版） Vol.1） （※）

新生児の異常とディベロップメンタルケア
【動画】（目で見る新生児看護（改訂版）
Vol.2） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438072
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2018年 商品コード 1029452570
早産児、低出生体重児の分類と特徴、起こり易い疾患（呼吸窮迫症候群、動脈管開存症、脳室周囲白質軟化
症、脳室内出血、新生児壊死性腸炎）について解説します。また新生児に行われる検査・処置、ディベロップメ
ンタルケアについて説明します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862433909
著編者名
秋月 百合
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1029452572
【呼吸・循環・代謝】胎外生活への適応生理として、呼吸器系では正常な呼吸、努力呼吸、チアノーゼについて、
循環器系では胎児循環から新生児循環への移行、心音について、代謝系では黄疸や尿の所見、また体温調節
などについて、適応機序や観察方法、アセスメントのポイントを解説します。

胎外環境への適応生理 (I) 【動画】（目で見
る新生児看護 Vol.3） （※）

分 野

胎外環境への適応生理 (II) 【動画】（目で見
学術・1アクセス
る新生児看護 Vol.4） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862433916
著編者名
秋月 百合
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1029452573
【消化・神経・成熟徴候・外表】胎外生活への適応生理として、消化器系では、哺乳反射、嘔吐、便について、神
経系では、原始反射や追視などの視覚、聴覚などについて観察方法やアセスメントのポイントを解説します。ま
た成熟のサイン、及び逸脱のサインと間違えやすい皮膚や頭部の所見についても見ていきます。

分 野
¥92,400(＋税)
学術・1アクセス
¥184,800(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029452642
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
少子化、核家族化が進んだ現在の社会では日常生活で乳幼児や児童に接する機会が減り、多くの学生が実習
での子どもやその家族との接し方に不安を感じています。本シリーズでは、小児看護学実習の実際の様子を多
数収録しており、学生が子どもの成長や発達段階に合わせてかかわり、看護する様子などを見ることで、小児
看護学実習について具体的にイメージすることができるようになっています。

■小児看護学実習 【動画】 （※）
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436696
著編者名
桑田 弘美
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452643
小児看護学実習の目的、実習を行う学生の心得、そして個人情報保護について解説します。また一例として滋
賀医科大学医学部附属病院の小児病棟の特徴や施設を紹介し、実際に病棟で働いている保育士や院内学級
の教諭のインタビューも収録しています。

小児看護学実習の特徴と看護学生の心得
【動画】（小児看護学実習 Vol.1） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436702
著編者名
桑田 弘美
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452644
小児病棟の実際として、病棟オリエンテーションや患者紹介の場面を見ていきます。また、学生が行う実習の一
例として、1歳児のバイタルサインの測定、1歳児の沐浴の介助、10歳児へのプレパレーションの様子を紹介しま
す。最後に学生カンファレンスの様子を収録しています。

小児病棟での実習の実際 【動画】（小児看
護学実習 Vol.2） （※）

分 野

小児科外来とNICU・GCU 実習の実際 【動画】
学術・1アクセス
（小児看護学実習 Vol.3） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436719
著編者名
桑田 弘美
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452645
小児科外来実習の目的を解説し、実習の一例として、外来の待合室、診察室、検査室の様子、そして継続看
護、定期健康診査の様子を紹介します。またNICU・GCU実習の目的を説明し、実習の例として、ディベロップメ
ンタルケア、患児への処置、母乳ケア、愛着形成へのケアなどが行われている様子を紹介します。学生が行う、
バイタルサインの測定、身体計測のサポート、沐浴介助、授乳介助の様子も収録しています。
分 野
¥123,200(＋税)
学術・1アクセス
¥246,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029452662
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
このシリーズでは、学生が実際に目にすることが難しい、カンガルーケアや乳房の観察などの豊富な映像に加
え、実習ではなかなか体験できない新生児訪問や母乳外来などに焦点を当て、入院中や退院後の支援につい
て、学生がイメージしやすいようわかりやすく解説しています。ぜひご活用ください。

■産褥経過のアセスメントと支援の実際
【動画】 （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434074
著編者名
坂梨 薫
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1029452663
出生直後からの育児支援として、カンガルーケア、母子同室支援、母乳育児支援を紹介します。カンガルーケア
ではその効果や背景、母子同室支援では新生児との生活の仕方、母乳育児支援では初乳から成乳への変化
や授乳姿勢、ラッチオンなどについて、実際の映像とＣＧを交えて解説します。

出産直後からの育児支援 【動画】（産褥経
過のアセスメントと支援の実際 Vol.1） （※）

分 野
産褥早期の母親へのアセスメントと支援
【動画】（産褥経過のアセスメントと支援の実 学術・1アクセス
際 Vol.2） （※）
学術・3アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434081
著編者名
坂梨 薫
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1029452664
産褥1日目、2日目を例に母体の退行性変化と進行性変化、また母親の心理社会的側面の観察の実際を紹介
します。退行性変化の観察では、母親の全身状態、子宮復古状態、悪露の観察、進行性変化では、乳汁分泌
の仕組みや乳房の観察、母乳分泌状況などについてわかりやすく解説します。また、マタニティブルーズや分娩
の想起などに関する観察や支援についても見ていきます。

2019/02/08 現在

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434098
著編者名
坂梨 薫
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1029452665
退院に向けて、母親と新生児の生活に対する支援の実際、沐浴支援について紹介します。退院に向けての支
援では、産褥1ヵ月頃までにおこる母体の変化とその対処、自宅での新生児との生活における注意点、出産後
利用できる社会資源について説明します。沐浴支援では、父親に対する実際の沐浴支援の手順や方法を解説
します。

退院に向けての支援 【動画】（産褥経過の
アセスメントと支援の実際 Vol.3） （※）

退院後から産後１ヵ月健康診査までの育児
支援 【動画】（産褥経過のアセスメントと支
援の実際 Vol.4） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434104
著編者名
坂梨 薫
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1029452666
退院後の育児支援として、新生児訪問、母乳育児支援外来、産後1ヵ月健康診査を紹介します。新生児訪問で
は、新生児の身体計測や母親の全身状態の観察、母乳育児支援外来では、乳汁分泌状況や授乳状況、児の
体重増加の観察と母親に対する情緒的サポート、産後1ヵ月健康診査では、母体の健康診査と新生児の健康
診査について解説します。
分 野
¥369,600(＋税)
学術・1アクセス
■スピリチュアルケアを学ぶ 【動画】 （※）
¥739,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029452687
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
医療、看護、心理臨床、福祉、教育、宗教など、さまざまな領域で「スピリチュアリティ」や「スピリチュアルケア」
への関心が高まっています。このシリーズでは、医療、看護、心理臨床、宗教などの各分野に精通された先生
方にご出演いただき、「スピリチュアリティとは何か」また「スピリチュアルケアとは何か」についてわかりやすく解
説しています。医療やカウンセリングなど、対人援助専門職を目指す方々は必見のDVDです！
分 野

医療とスピリチュアリティ 【動画】（スピリチュ
学術・1アクセス
アルケアを学ぶ Vol.1） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436061
著編者名
日野原 重明
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452688
日本におけるスピリチュアリティの実践と研究をリードしておられる日野原重明先生に、医療現場でのスピリチュ
アリティやそのケアの重要性、痛みを感じておられる方への医療者としてのかかわり方、そして今後のスピリ
チュアルケアの展望についてお話を伺います。

分 野

スピリチュアルケアとユーモア ―36分―【動画】
学術・1アクセス
（スピリチュアルケアを学ぶ Vol.2） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436078
著編者名
滝口 俊子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452689
死と直面するホスピスなどの臨床の場では、不安や緊張に満ちています。この巻では、ホスピスなどの現場で
感じる痛み・スピリチュアルペインや「理解的態度」、「受け身の踏み込み」などスピリチュアルケアの基本となる
患者へのかかわり方、そして患者と医療者の壁を取り払うユーモアの力やケアへの効果について解説していき
ます。
分 野

スピリチュアリティと身体 【動画】（スピリチュ
学術・1アクセス
アルケアを学ぶ Vol.3） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436085
著編者名
滝口 俊子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452690
スピリチュアリティは「こころが打ち震える体験」と言えます。この巻では、身体とこころの関係、そして身体とスピ
リチュアリティのつながり、またこころや身体の問題を乗り越えてゆくスピリチュアリティの顕現について事例を通
して解説していきます。
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436092
著編者名
田村 恵子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2015年 商品コード 1029452691
日々臨床で患者さんと接する看護師は、患者さんが抱えるスピリチュアルペインをどのように理解し、ケアにつ
なげていくのかが重要です。この巻では、スピリチュアルペインのアセスメントとして、スピリチュアルペインアセ
スメントシートス（SpiPas）を取り上げて、スピリチュアルペインやSpiPas 活用の実際について解説していきます。

スピリチュアルケアと看護 【動画】（スピリ
チュアルケアを学ぶ Vol.4） （※）

分 野

宗教とスピリチュアリティ 【動画】（スピリチュ
学術・1アクセス
アルケアを学ぶ Vol.5） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436108
著編者名
島薗 進
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1029452692
宗教学者であり、上智大学グリーフケア研究所の所長でもある島薗進先生に、宗教の視点からスピリチュアリ
ティとは何か、また宗教とスピリチュアリティの関係についてお話を伺います。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436115
著編者名
滝口 俊子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452693
【スピリチュアルケアを実践するため】にキリスト教文化圏で「スピリチュアリティ」という言葉は日常で使われて
います。この巻では、キリスト教を背景としたスピリチュアリティの考え方、そしてターミナルケアの現場で感じる
スピリチュアルペイン、死の考え方やスピリチュアルケアを実践するために大切な心構え、ケア対象者との向き
合い方について解説していきます。

スピリチュアルケアとキリスト教 【動画】（ス
ピリチュアルケアを学ぶ Vol.6） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436122
著編者名
滝口 俊子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452694
仏教は、「人生をどう生きていくのか」といった生き方の教えです。「生・老・病・死」に伴う苦しみから、いかにして
開放されるのか、これはスピリチュアルケアにも通じます。この巻では、仏教を背景として、スピリチュアリティや
スピリチュアルケアについて解説していきます。

スピリチュアルケアと仏教 【動画】（スピリ
チュアルケアを学ぶ Vol.7） （※）

分 野

スピリチュアルケアとカウンセリング 【動画】
学術・1アクセス
（スピリチュアルケアを学ぶ Vol.8） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436139
著編者名
諸富 祥彦
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1029452695
スピリチュアリティという言葉は、さまざまな場面で多義的に用いられています。この巻では、スピリチュアリティ
とは何かについて、その語源や基本となる考え方を中心に解説していきます。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
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無心の知恵を、日本の伝統は豊かに育んできました。この巻では、スピリチュアルケアにおける困難として、対
人援助職の人の困難を取り上げて、ケアする人がどのように自分自身の心を整えていけばよいのかといったこ
とを、「無心の知恵」を手がかりに解説していきます。

スピリチュアルケアと無心 【動画】（スピリ
チュアルケアを学ぶ Vol.9） （※）
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【なぜ今、日本人にスピリチュアリティなのか】日本には、古くからスピリチュアリティと深いかかわりがあります。
この巻では、日本人のスピリチュアリティという視点で5つの側面を取り上げ、患者さんに限らず医療従事者を含
めたスピリチュアルケアの重要性について解説していきます。

日本人とスピリチュアリティ 【動画】（スピリ
チュアルケアを学ぶ Vol.10） （※）
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精神科医で精神分析家の成田善弘先生に、精神分析とスピリチュアリティの関係についてお話を伺います。

精神分析とスピリチュアリティ 【動画】（スピ
リチュアルケアを学ぶ Vol.11） （※）
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スピリチュアルケアは「限界ある人間による人間へのケア」です。この巻では、スピリチュアルケアの3つの次
元、「スピリチュアルアセスメント」「ケア提供者のスピリチュアリティ」「ケアの関係性がスピリチュアルな深みをも
つ」ことについて、その教育や訓練、また現在の資格制度とともに解説していきます。

スピリチュアルケアの教育と資格 【動画】
（スピリチュアルケアを学ぶ Vol.12） （※）
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